指定相談支援事業所一覧
圏域 事業所番号
上伊那

2032400026
2032400018
2072400027
2032400133
2072400084
2031000108
2071000117
2031000116
2071000125
2031000090
2031000025
2071000026
2031000041
2071000059
2031000058
2031000066
2071000067
2031000074
2071000091
2031000082
2071000109
2031000033
2031000017
2032400141
2072400092
2030900035
2070900069
2030900076
2070900085
2030900084
2030900027
2070900051
2030900043
2030900092
2070900101
2030900100
2070900119
2030900118
2030900126
2070900135
2030900134
2030900142
2030900050
2030900068
2032400034
2032400042
2032400067

事業所－名称

指定年月日

事業開始年月日

指定期限

事業所－郵便番号

事業所－住所

2017/7/20
事業所－電話番号

申請者－名称

西駒郷宮田事業部

平成24年4月1日 平成24年4月1日

平成30年3月31日

399-4301

宮田村５４５０－１８８

斉藤診療所

平成24年4月1日 平成24年4月1日

平成30年3月31日

399-4301

宮田村３５９８－３

0265-85-4817

医療法人斉藤診療所

指定特定相談事業所 わが家のわ

平成27年4月1日 平成27年4月1日

平成33年3月31日

399-4301

宮田村7612-11

0265-84-1075

有限会社 わが家

さくら ハンディサポート

平成26年10月1日 平成26年10月1日

平成32年9月30日

399-4117 駒ヶ根市赤穂２４－５４

合同会社 夢倶楽部 しらかば信州カウンセリングルーム 平成26年10月1日 平成26年10月1日

平成32年9月30日

399-4112

指定特定相談支援事業所 たんぽぽ

平成26年10月1日 平成26年10月1日

平成32年9月30日

399-4105 駒ヶ根市赤須東２－１２

0265-81-8116 社会福祉法人 駒ヶ根市社会福祉協議会

児童発達支援施設「つくし園」

平成24年4月1日 平成24年4月1日

平成30年3月31日

399-4115 駒ヶ根市上穂栄町２３－３

0265-83-2111

駒ヶ根市

障害者支援施設駒ヶ根悠生寮

平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

399-4117 駒ヶ根市赤穂１６３９７－１６

0265-83-0611

社会福祉法人りんどう信濃会

399-4102 駒ヶ根市飯坂１－１７－６
399-4321 駒ヶ根市東伊那９２７－２
399-4116 駒ヶ根市上穂北11－11メゾンホリウチ １F

0265-83-0360 特定非営利活動法人メンタルサポート駒の杜

特定非営利活動法人メンタルサポート駒の杜 平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

駒ヶ根市中央４－１６

0265-82-5271 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

0265-82-4503 特定非営利活動法人 リブサポート南信州
0265-83-3753

合同会社 夢倶楽部しらかば信州カウンセリングセンター

特定

●
●

●
●
●

●

0265-98-7586

しろくま

平成26年7月1日 平成26年7月1日

平成32年6月30日

399-4117 駒ヶ根市赤穂４５７５－２

０２６５－８３－５５０５

西駒郷駒ヶ根支援事業部

平成24年4月1日 平成24年4月1日

平成30年3月31日

399-4101 駒ヶ根市下平２９０１－７

0265-82-5271 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

●

平成24年4月1日 平成24年4月1日

平成30年3月31日

平成28年2月25日 平成28年2月26日

0265-74-5627 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

平成33年3月31日

●

キープ相談支援伊那事業所

平成24年7月1日 平成24年7月1日

平成30年6月30日

396-0021 伊那市御園南部７３１－４

0265-78-8814 特定非営利活動法人キープこども財団

伊那市こども相談室

平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

396-8617 伊那市山寺1499番地7

0265-72-0999

伊那市社会福祉協議会障害者相談支援センター 平成25年6月1日 平成25年6月1日

平成31年5月31日

396-0023

平成24年7月1日 平成24年7月1日

平成30年6月30日

平成25年6月1日 平成25年6月1日

平成31年5月31日

医療法人 康和会
●
アイウエルネス合同会社
●
合同会社ＷＮライフ・ながの

伊那市山寺２９８－１

399-4501 伊那市西箕輪８０７７－１

伊那市

0265-72-4477 社会福祉法人伊那市社会福祉協議会
0265-71-8622

伊那市御園１２９１－５

０２６５－７４－６６９７

どうぞのいす相談支援事業室

生協相談センター

平成26年2月10日 平成26年2月10日 平成32年2月9日

396-0014

伊那市狐島4400番地

０２６５-77-0235

上伊那医療生活協同組合

はらっぱ相談支援事業所

平成26年9月1日 平成26年9月1日

平成32年8月31日

396-0023

伊那市山寺２００２

0265-76-1923 特定非営利活動法人 はらっぱの会

相談支援事業所パンセの会

平成26年10月1日 平成26年10月1日

平成26年9月30日

399-4501

伊那市西箕輪6650-1

0265-98-8399 特定非営利活動法人 パンセの会

障害者支援施設 大萱の里 相談支援事業所 平成27年4月1日 平成27年4月1日

平成33年3月31日

平成31年3月31日
平成31年3月31日

平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

辰野町障害者就労支援センター

平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

平成25年8月1日 平成25年8月1日

平成31年7月31日

辰野町社協指定相談支援事業所

2072400068
2032400125 箕輪町社会福祉協議会 指定特定相談支援事業所
2032400117
ティユール
2032400109
Re☆すた～と
2032400091 社会福祉法人 南箕輪村社会福祉協議会 指定特定相談支援事業所
2032400075 相談支援事業所かいご家
2032400083
相談支援事業所 みなみみのわ
2072400076
2032400059
こまくさ指定相談支援事業所
2072400050
2072400134 相談支援事業所みのわ
2032400174
ぱんだ
2072400159

平成25年6月1日 平成25年6月1日

平成31年5月31日

平成26年10月1日 平成26年10月1日

平成32年9月30日

平成26年8月1日 平成26年8月1日

平成32年7月31日

1
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●
●
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●
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●
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●

5
1

●
●

３９６－００２２

平成25年4月1日 平成25年4月1日

4

●

●

社会福祉法人アンサンブル会

平成25年11月18日 平成25年11月18日 平成31年11月17日

平成25年4月1日 平成25年4月1日

2
1

●

●

どうぞのいす相談支援事業室

相談支援事業所カイ
ほっとグループホーム伊北
伊那ゆいま～る
ほっとワークス・みのわ

3

●

399-4101 駒ヶ根市下平891番地―303

平成33年3月15日

1

●

平成26年3月31日

平成27年3月16日 平成27年4月1日

2
●

平成26年4月1日 平成26年4月1日

相談支援事業所アンサンブル伊那

2

●

合同会社ＷＮライフ・ながの

南箕輪村6451-1

3

●

平成31年9月19日

399-4511

1

●

平成25年9月20日 平成25年9月20日

上伊那圏域障害者総合支援センター

3
1

●

平成31年10月31日

有限会社 武井建築所

●

●

平成25年11月1日 平成25年11月1日

080-6935－8536

一般 支援専門
員数

●

かしの木の家
相談サポート・ステージアイ

0265‐83‐5178

特・児相談

障害児

399-4501 伊那市西箕輪8038-4
396-0014
伊那市狐島4386-2
396-0014 伊那市狐島3799－1
396-0023
伊那市山寺1616
399-4601 箕輪町中箕輪３７３０－５６０
399-0428 辰野町伊那富２６８０－１

0265-76-7151 社会福祉法人 上伊那福祉協会

399-0428 辰野町伊那富２６８１－１

0266-41-4500 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

0265-85-4965 特定非営利活動法人 福祉工房オハナ
0265－73－0650
0265－73－0605

0265-71-3633

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

0266-44-1011
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●
●

1

●
●
●

2
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●
●
●
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●
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●
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●
●

399-4603 箕輪町三日町1372-1
399-4601 箕輪町中箕輪９９０８－６
399-4511
南箕輪村５９３７
399-4511 南箕輪村２３８０－１２１２
399-4511
南箕輪村6413－1

0265-79-4180 社会福祉法人 箕輪町社会福祉協議会

０２６５－７７－０２７４

有限会社かいご家

0265-98-6627

南箕輪村

平成26年4月1日 平成26年4月1日

平成32年3月31日

平成26年5月16日 平成26年5月16日

平成32年5月15日

平成25年9月25日 平成25年9月25日

平成31年9月24日

平成26年5月1日 平成26年5月1日

平成32年4月30日

399-4511

平成25年4月1日 平成25年4月1日

平成31年3月31日

399-3702 飯島町飯島２３１７－３

平成29年3月1日 平成29年3月1日

平成35年2月28日

南箕輪村1815-4 南箕輪村療育施設たけのこ園内

箕輪町中箕輪10298

平成29年7月1日 平成29年7月1日

0265－71－5021

一般社団法人 地の会

0265－76－7603 社会福祉法人 南箕輪村社会福祉協議会

0265-86-6172 社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
0265-79-0007

3

●
●

4

●
●
●
35

1/1

1
3
1
2
3

●
●
●
●

箕輪町
一般社団法人おもちゃの木

平成29年7月1日 平成29年7月1日

●

株式会社煌めき ティユール ●

●
21

6

77

